
枠
番
馬
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色
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齢性
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オッズ・
単勝
人気

09013 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810 レッツゴーローズ 牝3栗 54
51 ▲田口 貫太水谷光太郎氏 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 472－ 21：53．4 2．8�

67 ヤマニンブルトンヌ 牝3栗 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478± 01：53．72 6．9�
55 ピエナパイロ 牝3栗 54

50 ★河原田菜々本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 日高 沖田牧場 470＋ 41：54．23 8．0�
79 リスクテイカー 牝3黒鹿54 北村 友一ゴドルフィン 吉岡 辰弥 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 61：54．41� 28．2�
811 ヴォードヴィル 牝3黒鹿 54

52 △角田 大河 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 松浦牧場 432－ 21：54．5� 12．3�
44 ローズバルサム 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－ 21：54．6� 4．7	

22 ジ ー フ ァ ー 牝3鹿 54 川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 寺島 良 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B462± 01：55．23� 57．7

33 ジュジュジューン 牝3黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 446 ―1：55．73� 25．0�
66 テキーラプリティ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B482－ 41：55．8� 63．5�
78 ミスフライデー 牝3芦 54

51 ▲川端 海翼木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 432－ 2 〃 ハナ 151．0
11 ピ ピ オ ラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太ストレートレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：56．33 4．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，939，300円 複勝： 34，483，300円 枠連： 7，409，800円
馬連： 44，063，400円 馬単： 20，542，000円 ワイド： 38，911，900円
3連複： 67，426，400円 3連単： 77，019，100円 計： 315，795，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 210円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 320円 �� 450円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 259393 的中 � 71616（1番人気）
複勝票数 計 344833 的中 � 86290（1番人気）� 48888（3番人気）� 35466（5番人気）
枠連票数 計 74098 的中 （6－8） 9066（2番人気）
馬連票数 計 440634 的中 �� 38568（3番人気）
馬単票数 計 205420 的中 �� 9549（5番人気）
ワイド票数 計 389119 的中 �� 33398（1番人気）�� 22212（5番人気）�� 11994（13番人気）
3連複票数 計 674264 的中 ��� 25084（8番人気）
3連単票数 計 770191 的中 ��� 6099（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．6―12．2―12．5―12．8―12．1―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．5―49．7―1：02．2―1：15．0―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3
・（1，6，7）10－11，2，5－9－4－8－3
6（1，7）（11，10）（2，5）－9－（3，4）－8

2
4
・（1，7）（6，10）（2，11）－5－9－4－8＝3・（7，10）6（1，5）（2，11）－9－4，3－8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッツゴーローズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．8．20 小倉15着

2020．3．16生 牝3栗 母 ピエノフィオレ 母母 フォーリアクイーン 4戦1勝 賞金 7，700，000円

09014 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時15分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

35 レンダリング 牡3鹿 56 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B498＋ 21：12．2 9．0�

816 ディアドコス 牡3黒鹿 56
53 ▲川端 海翼岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新冠 津田牧場 474＋20 〃 ハナ 7．7�

23 ブリングライト 牡3黒鹿 56
52 ★河原田菜々前田 清二氏 青木 孝文 浦河 荻伏三好フ

アーム 470－ 81：12．62 7．6�
12 コ ロ ル 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：12．81� 12．0�
48 リーゼントミニー 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂三浦 大輔氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 420＋ 21：13．22� 86．5�
611 ミ ン ク ス 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 402－ 81：13．41� 45．1

510 ダイゴショウリュウ 牡3鹿 56 松若 風馬長谷川光司氏 	島 一歩 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 61：13．5クビ 16．0�
24 ニホンピログリット 牡3栗 56 城戸 義政小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 532－ 61：13．6� 14．9�
713
 ウェイオブサクセス 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 438± 0 〃 ハナ 1．9
612 クリノヒーロー 牡3栗 56

53 ▲田口 貫太栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 474－ 81：13．7� 17．1�
59 ワールドペコ 牝3鹿 54 北村 友一林 正道氏 清水 久詞 日高 白井牧場 434± 01：14．12 50．1�
36 リ ュ ウ キ シ 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太二口 雅一氏 畑端 省吾 新冠 有限会社 大
作ステーブル 502－12 〃 アタマ 131．5�

815 ビッグウィリー 牡3青鹿56 藤岡 康太水谷 昌晃氏 茶木 太樹 様似 小田 誠一 472 ―1：14．73� 42．0�
47 ホットチョコ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�三嶋牧場 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 476－ 21：15．76 116．3�
11 キ ャ ン ベ ル 牝3鹿 54

52 △角田 大河薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 高橋 修 450＋ 21：16．44 162．1�
714 ヒープパラドックス 牡3鹿 56 荻野 極藤田 岳彦氏 田村 康仁 新ひだか 山際牧場 430－ 61：18．3大差 264．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，434，600円 複勝： 39，329，300円 枠連： 8，926，100円
馬連： 44，301，400円 馬単： 21，423，200円 ワイド： 46，030，000円
3連複： 71，828，800円 3連単： 72，468，600円 計： 336，742，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 200円 � 270円 � 240円 枠 連（3－8） 2，940円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 850円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 53，440円

票 数

単勝票数 計 324346 的中 � 28520（4番人気）
複勝票数 計 393293 的中 � 54045（2番人気）� 35624（5番人気）� 42014（3番人気）
枠連票数 計 89261 的中 （3－8） 2349（12番人気）
馬連票数 計 443014 的中 �� 10691（9番人気）
馬単票数 計 214232 的中 �� 2031（28番人気）
ワイド票数 計 460300 的中 �� 11273（9番人気）�� 14155（7番人気）�� 8790（15番人気）
3連複票数 計 718288 的中 ��� 6685（24番人気）
3連単票数 計 724686 的中 ��� 983（168番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―11．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（2，16）（3，5，13）6，9，11，10，1（4，12，15）8，7－14 4 ・（2，16）（5，13）3，6，9（11，10）12－4，15，8，7＝1－14

勝馬の
紹 介

レンダリング �
�
父 タリスマニック �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2022．9．19 中京7着

2020．2．2生 牡3鹿 母 エ レ メ ン ツ 母母 アクアリスト 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 キャンベル号の騎手角田大河は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・4番・8番）
〔その他〕 キャンベル号は，3コーナーで銜受けが不良となり，外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンベル号・ヒープパラドックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

26日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 クリノヒーロー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月26日まで平地競走に出走できな

い。

第２回 阪神競馬 第２日



09015 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

56 サンライズグルーヴ 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 512－ 21：53．3 5．5�
33 ダンツビガー 牡3黒鹿56 藤岡 康太山元 哲二氏 四位 洋文 日高 スマイルファーム 490＋ 21：53．51� 4．0�
68 リードブロー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 514－12 〃 クビ 2．2�
813 メイショウクーガー 牡3青 56 中井 裕二松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 472 ―1：53．71� 14．2�
57 テイエムハヤカケン 牡3黒鹿56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 498－ 21：54．01� 19．4	
711 パーティーキング 牡3芦 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466－ 41：55．06 48．8

11 ド ル ヴ ァ ル 牡3鹿 56

54 △角田 大河 �インゼルレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496 ―1：55．53� 8．2�
44 シゲルテイオウ 牡3鹿 56

52 ★河原田菜々森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 428－ 21：55．81� 124．6
812 アグネスクウ 牡3鹿 56 田中 学渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 488－ 61：57．29 312．2�

（兵庫）

710 ア ン パ ト 牡3黒鹿 56
52 ★古川 奈穂岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 株式会社

千里ファーム 444＋ 41：57．31 154．7�
69 マテンロウレガシー 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈寺田千代乃氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 478－ 41：57．93� 12．6�
22 カレンラグレース 牡3鹿 56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 新ひだか 飛野牧場 518－ 21：58．0クビ 163．2�
45 クリノエイブラハム 牡3鹿 56 田中 健栗本 博晴氏 武 英智 日高 木村牧場 512 ―1：59．610 153．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，622，900円 複勝： 50，142，200円 枠連： 10，199，000円
馬連： 50，261，200円 馬単： 25，378，200円 ワイド： 49，117，000円
3連複： 80，453，300円 3連単： 103，845，900円 計： 409，019，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（3－5） 980円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 270円 �� 270円 �� 170円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 5，730円

票 数

単勝票数 計 396229 的中 � 56653（3番人気）
複勝票数 計 501422 的中 � 66128（3番人気）� 80896（2番人気）� 188243（1番人気）
枠連票数 計 101990 的中 （3－5） 8014（4番人気）
馬連票数 計 502612 的中 �� 41859（3番人気）
馬単票数 計 253782 的中 �� 8209（9番人気）
ワイド票数 計 491170 的中 �� 40966（3番人気）�� 42728（2番人気）�� 87623（1番人気）
3連複票数 計 804533 的中 ��� 97303（1番人気）
3連単票数 計1038459 的中 ��� 13117（13番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．2―12．7―12．6―12．3―12．1―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．6―50．3―1：02．9―1：15．2―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3
・（3，6）（4，7）－（1，9）（2，8）13－12－11－5，10
3（6，7）（4，8）1（2，12，9，13）－11＝（10，5）

2
4
3，6（4，7）－（1，9）（2，8）－（12，13）＝11－（10，5）・（3，6）7－8－（4，13）1，9（12，11）2＝10－5

勝馬の
紹 介

サンライズグルーヴ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2022．11．12 阪神10着

2020．3．20生 牡3鹿 母 フォローハート 母母 フォローミー 7戦1勝 賞金 8，280，000円
〔発走状況〕 クリノエイブラハム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノエイブラハム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地

競走に出走できない。
※マテンロウレガシー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09016 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 リシャールケリー 牡3芦 56 菱田 裕二水谷 美穂氏 茶木 太樹 日高 槇本牧場 510－ 81：25．3 3．1�
36 サイレンスゴールド 牡3鹿 56 荻野 極辻子 依旦氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 502－ 6 〃 ハナ 11．2�
59 クリノクリスタル 牝3芦 54

51 ▲田口 貫太栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 450＋ 21：25．72� 4．1�
48 グレーターホープ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 四位 洋文 平取 坂東牧場 400－ 61：25．8クビ 5．2�
24 セ ビ ー チ ェ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 476－ 41：26．33� 72．0�
816 ヴェッキオカズマ 牡3鹿 56 酒井 学合同会社雅苑興業 小栗 実 浦河 杵臼牧場 B482± 01：26．72� 55．3�
714 ティーティースター 牡3黒鹿56 藤懸 貴志康本 利幸氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 442± 01：27．02 29．3	
12 グリーンオーブ 牡3鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 456－121：27．42� 18．0

611 キクノビースト 牡3栗 56 亀田 温心菊池 五郎氏 高柳 大輔 日高 日西牧場 B502－121：27．82 35．4�
510 ユメヲカケル 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474 ―1：27．9� 41．7�
23 フローラルハニー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 アタマ 220．1
713 レッドジャルダン 牡3鹿 56 田中 学 �東京ホースレーシング 西園 翔太 千歳 社台ファーム 520－ 81：28．0クビ 182．3�

（兵庫）

11 ブルースペース 牡3鹿 56 城戸 義政岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 村下 清志 466－ 21：28．21� 119．2�
612 ギルデッドフレーム 牡3青鹿56 国分 優作吉田 千津氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 434－ 41：28．41� 4．6�
47 クリノランボー 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 王蔵牧場 476－161：28．5� 338．1�
815 レガロフィオリ 牝3鹿 54 富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 422－ 21：29．35 443．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，265，900円 複勝： 45，518，300円 枠連： 9，598，400円
馬連： 51，529，900円 馬単： 24，932，000円 ワイド： 49，572，800円
3連複： 82，338，400円 3連単： 93，859，700円 計： 393，615，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 250円 � 140円 枠 連（3－3） 2，230円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 520円 �� 260円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 362659 的中 � 92901（1番人気）
複勝票数 計 455183 的中 � 113731（1番人気）� 33668（5番人気）� 88421（2番人気）
枠連票数 計 95984 的中 （3－3） 3329（8番人気）
馬連票数 計 515299 的中 �� 21490（6番人気）
馬単票数 計 249320 的中 �� 5231（12番人気）
ワイド票数 計 495728 的中 �� 23039（6番人気）�� 54997（1番人気）�� 17464（8番人気）
3連複票数 計 823384 的中 ��� 31894（4番人気）
3連単票数 計 938597 的中 ��� 6393（22番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．9―12．4―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．6―46．5―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．8
3 ・（5，7）16－6，2（4，11）12（3，14，13）（1，8）9－（10，15） 4 5－（7，16）－6（2，4，11）－（14，12）（3，8）（1，13，9）－（10，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リシャールケリー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 フサイチリシャール デビュー 2023．2．19 阪神3着

2020．3．3生 牡3芦 母 リシャールサーバー 母母 マキハタサーバー 2戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ヴェッキオカズマ号の騎手酒井学は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔3走成績による出走制限〕 フローラルハニー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月26日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルマッハ号・ピュアマークス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



09017 3月26日 雨 重 （5阪神2） 第2日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

24 リミットバスター 牡3黒鹿56 高倉 稜草間 庸文氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 520＋ 42：04．2 44．5�
12 アドマイヤソラ 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528＋ 4 〃 アタマ 1．6�
23 フォレスタドーロ 牝3栗 54 M．デムーロフィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：04．51� 4．0�
11 ニホンピロアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲田口 貫太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 418± 0 〃 ハナ 31．7�
815 レッドマジック 牡3鹿 56 藤岡 佑介藤田 晋氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492 ―2：05．13� 9．3�
47 ヒラボクケリー 牝3栗 54 川又 賢治�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 466 ―2：05．2クビ 274．9	
611 テイエムスーペリア 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 山際牧場 472－ 82：05．62� 14．7

35 スピルクリスティ 牝3鹿 54 亀田 温心大戸 志浦氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 修 434＋ 82：05．7� 332．9�
713 エムズシップ 牝3黒鹿54 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 478－ 42：05．8� 57．0�
510 メ ン ヒ 牡3鹿 56 松若 風馬畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 522＋242：06．43� 36．9
714 ルージュサクシード 牝3栗 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 新ひだか 前川 勝春 450± 02：07．25 76．4�
48 リュウノラファール 牡3鹿 56 北村 友一蓑島 竜一氏 四位 洋文 新ひだか 飛野牧場 484± 0 〃 クビ 29．9�
59 オンリーラヴ 牝3鹿 54 酒井 学大塚 亮一氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 410 ―2：07．3クビ 173．4�
612 フルオーケストラ 牡3栗 56 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 464± 02：07．51� 160．4�
36 ショウナンダグラス 牡3黒鹿56 富田 暁国本 哲秀氏 茶木 太樹 日高 中原牧場 476＋ 42：07．6� 16．5�
816 メイショウオオゾラ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 456＋ 42：08．77 104．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，743，500円 複勝： 87，456，900円 枠連： 12，896，100円
馬連： 53，654，800円 馬単： 30，097，500円 ワイド： 57，087，200円
3連複： 95，106，100円 3連単： 131，676，500円 計： 511，718，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，450円 複 勝 � 420円 � 110円 � 130円 枠 連（1－2） 200円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，180円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 437435 的中 � 7852（9番人気）
複勝票数 計 874569 的中 � 17833（8番人気）� 513988（1番人気）� 114874（2番人気）
枠連票数 計 128961 的中 （1－2） 49450（1番人気）
馬連票数 計 536548 的中 �� 19182（5番人気）
馬単票数 計 300975 的中 �� 3272（19番人気）
ワイド票数 計 570872 的中 �� 15473（9番人気）�� 10190（17番人気）�� 107240（1番人気）
3連複票数 計 951061 的中 ��� 40187（5番人気）
3連単票数 計1316765 的中 ��� 3677（72番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．2―13．4―13．1―12．6―12．1―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―37．2―50．6―1：03．7―1：16．3―1：28．4―1：40．3―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3
・（4，10）（1，12）（3，2，6）16，11（8，14）（7，15）13－5－9
4，10（1，12）（2，6）（3，11，16）－7（8，15）5（13，14）－9

2
4
・（4，10）（1，12）（3，2，6）11，16，8（7，14）（13，15）－5，9
4（1，10）（2，12）6，3，11－（7，16）15（5，13）8－14－9

勝馬の
紹 介

リミットバスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2023．3．12 中京12着

2020．3．17生 牡3黒鹿 母 ウィステリアアーチ 母母 バービキャット 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ニホンピロアリー号の騎手田口貫太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

ヒラボクケリー号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
ヒラボクケリー号の騎手川又賢治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモシーウルフ号
（非抽選馬） 1頭 ハクサンビーナス号

09018 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

34 タカネノハナコサン 牝3鹿 54 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新冠 つつみ牧場 484＋ 21：10．3 8．0�
35 ドンアミティエ 牡3黒鹿56 藤岡 康太山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 村田牧場 B474－121：10．51� 5．8�
58 スズカコーズ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B502－ 41：11．24 8．4�
23 エムズマインド 牡3栗 56 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 494－ 6 〃 クビ 10．5�
22 メイショウヒュウガ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：11．62� 34．5�
815 リ ュ ウ 牡3栗 56 M．デムーロ石川 達絵氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 512＋ 6 〃 クビ 1．8�
610 サンデーファンデー 牡3鹿 56 松田 大作 	吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 516－ 61：11．81� 35．5

11 ミッキースピナッチ 牡3栗 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 日高 白井牧場 498± 01：12．12 18．6�
47 ワ イ ア ウ 牝3鹿 54 菱田 裕二	G1レーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 27．4�
59 キージョーカー 牡3青鹿56 川又 賢治北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 480－ 21：12．41� 310．7
814 タイセイランナー 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 486－ 21：12．61� 29．6�
46 ナムラジョシュア 牡3黒鹿56 城戸 義政奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 464－ 41：12．81� 90．9�
712 ゴッドセンド 牡3鹿 56 田中 学 	カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：13．75 397．2�
（兵庫）

611 ヨドノリリー 牝3栗 54 亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 430－ 21：14．23 84．3�
713 シミーシェイク 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 392－ 41：14．41� 301．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，919，200円 複勝： 70，970，300円 枠連： 14，726，600円
馬連： 65，924，700円 馬単： 32，108，100円 ワイド： 69，462，300円
3連複： 106，036，000円 3連単： 126，862，900円 計： 541，010，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 200円 � 170円 � 200円 枠 連（3－3） 2，410円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 570円 �� 750円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 23，990円

票 数

単勝票数 計 549192 的中 � 54916（3番人気）
複勝票数 計 709703 的中 � 92103（3番人気）� 110933（2番人気）� 91607（4番人気）
枠連票数 計 147266 的中 （3－3） 4719（9番人気）
馬連票数 計 659247 的中 �� 25235（8番人気）
馬単票数 計 321081 的中 �� 5330（16番人気）
ワイド票数 計 694623 的中 �� 31720（5番人気）�� 23538（8番人気）�� 22939（9番人気）
3連複票数 計1060360 的中 ��� 18419（12番人気）
3連単票数 計1268629 的中 ��� 3833（83番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．7―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．2
3 4，5（6，8）1（7，9）10（2，12，11）15，13，3，14 4 ・（4，5）（1，8）6－7（2，9）（10，15）12，3，11，13，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タカネノハナコサン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 デザートキング デビュー 2022．10．23 阪神1着

2020．4．9生 牝3鹿 母 ジャムトウショウ 母母 ダーリントウショウ 5戦2勝 賞金 19，500，000円
〔その他〕 シミーシェイク号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



09019 3月26日 雨 重 （5阪神2） 第2日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走13時05分 （芝・右・外）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

45 ミツルハピネス 牝5栗 56 酒井 学守内ひろ子氏 小栗 実 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 21：35．5 5．6�
22 � アパショナード 牡4黒鹿 58

55 ▲鷲頭 虎太大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト
クラブ 424－ 21：36．35 21．3�

33 サトノスカイターフ 牡5鹿 58 藤岡 康太里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502± 01：36．4クビ 2．4�
712� バ レ ル 牡4青鹿58 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 高岸 順一 460＋ 21：36．61
 20．8�
58 バレエマスター 牡4鹿 58 富田 暁吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 486＋ 61：36．91
 7．7�
610 セイバートゥース �4鹿 58

56 △角田 大河ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋10 〃 アタマ 24．9	

46 ゴルトファルベン 牡6鹿 58
55 ▲今村 聖奈 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 8．9�

711� ハルカナネガイ 牝4黒鹿 56
52 ★河原田菜々上茶谷 一氏 服部 利之 日高 坂東ファーム 426＋ 81：37．0
 55．8�

813 イッツユアタイム 牝5鹿 56
53 ▲川端 海翼 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：37．1
 157．8

11 � デンジャーマン 牡5鹿 58 	島 良太浦野 和由氏 高橋 康之 日高 白瀬 盛雄 426＋ 21：37．41
 344．4�
69 サトノリーベ 牝4鹿 56

55 ☆小沢 大仁里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 440＋ 41：37．71� 8．6�
814 ビップランバン 牡5黒鹿58 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490－ 21：37．81 13．2�
34 グラティトゥー 牡5黒鹿58 中井 裕二ライオンレースホース� 小栗 実 新ひだか タイヘイ牧場 476＋101：39．07 51．0�
57 ロンズデーライト 牡5鹿 58 荻野 極 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 516＋201：41．5大差 20．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，898，400円 複勝： 57，030，300円 枠連： 13，372，900円
馬連： 60，599，000円 馬単： 28，538，300円 ワイド： 61，487，200円
3連複： 98，166，100円 3連単： 117，734，900円 計： 477，827，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 350円 � 140円 枠 連（2－4） 2，850円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 8，550円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 310円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 34，550円

票 数

単勝票数 計 408984 的中 � 57677（2番人気）
複勝票数 計 570303 的中 � 68846（5番人気）� 32610（7番人気）� 137738（1番人気）
枠連票数 計 133729 的中 （2－4） 3635（10番人気）
馬連票数 計 605990 的中 �� 9222（17番人気）
馬単票数 計 285383 的中 �� 2501（30番人気）
ワイド票数 計 614872 的中 �� 11502（17番人気）�� 57503（1番人気）�� 15006（14番人気）
3連複票数 計 981661 的中 ��� 18215（11番人気）
3連単票数 計1177349 的中 ��� 2470（103番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．5―12．3―11．8―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．8―48．3―1：00．6―1：12．4―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 7，12（5，13）（2，4，14）－3（6，9，11）（1，8，10） 4 ・（7，12）13，5（4，14）2，3，11（6，9，10）（1，8）

勝馬の
紹 介

ミツルハピネス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．3．6 小倉6着

2018．4．1生 牝5栗 母 サトノフラリッシュ 母母 ピサノベネチアン 12戦2勝 賞金 25，760，000円
〔制裁〕 アパショナード号の騎手鷲頭虎太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 ロンズデーライト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※デンジャーマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09020 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

67 ワンダフルトゥデイ 牡4黒鹿58 水口 優也 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 520＋ 21：52．8 2．4�
68 キングリスティア �7青 58 菱田 裕二廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 512± 01：53．01 18．7�
710 スマートビクター 牡4栗 58 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 512－ 41：53．11 4．6�
55 � ベイパーコーン �4栗 58 藤岡 康太前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 444－ 81：53．73� 14．6�
44 ソルトゴールド 牡4栗 58 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 516＋ 21：53．8クビ 9．8�
56 カイザーレオン 牡4鹿 58 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 B466－10 〃 クビ 4．9	
812� ブラックサウザー 牡4青 58

55 ▲今村 聖奈今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア
フリートファーム 432± 01：54．0	 14．6


22 � ガールズヒロイン 牝5黒鹿 56
52 ★河原田菜々山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 436＋ 4 〃 クビ 211．7�

811 コンテナジュニア 牡5黒鹿 58
57 ☆小沢 大仁住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 532＋121：54．1� 19．1�

11 ミ ル ト ボ ス 牡5鹿 58
56 △角田 大河永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 506＋ 4 〃 アタマ 93．3

33 ジェイエルブリッジ 牡5芦 58 酒井 学橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 468－ 41：54．3	 108．1�
79 ダンツエスプリ 牡4栗 58 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 B486－ 21：54．72� 18．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，290，000円 複勝： 50，300，000円 枠連： 10，585，200円
馬連： 64，714，300円 馬単： 26，913，000円 ワイド： 56，418，800円
3連複： 93，197，900円 3連単： 116，160，900円 計： 458，580，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 310円 � 160円 枠 連（6－6） 2，030円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 700円 �� 260円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 402900 的中 � 132507（1番人気）
複勝票数 計 503000 的中 � 124174（1番人気）� 30314（7番人気）� 86026（2番人気）
枠連票数 計 105852 的中 （6－6） 4040（9番人気）
馬連票数 計 647143 的中 �� 21030（8番人気）
馬単票数 計 269130 的中 �� 5712（12番人気）
ワイド票数 計 564188 的中 �� 19285（8番人気）�� 65481（1番人気）�� 10217（19番人気）
3連複票数 計 931979 的中 ��� 23790（10番人気）
3連単票数 計1161609 的中 ��� 6065（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．8―13．1―12．4―12．4―11．9―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．8―50．9―1：03．3―1：15．7―1：27．6―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
・（5，10）（4，7）（2，8）6，3，1－（11，12）－9・（5，10，8）（4，7）（2，6）（3，11，12）（1，9）

2
4
5，10，4，7（2，8）6（1，3）－（11，12）－9・（10，8）5（4，7）－6（2，12）11（3，9）1

勝馬の
紹 介

ワンダフルトゥデイ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．12．25 阪神2着

2019．4．22生 牡4黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 11戦2勝 賞金 27，720，000円



09021 3月26日 雨 重 （5阪神2） 第2日 第9競走 ��2，000�四 国 新 聞 杯
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，56�
四国新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

78 ジュリアバローズ 牝5黒鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 436－ 62：02．3 4．6�
44 ベリーヴィーナス 牝4黒鹿56 菱田 裕二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 484＋ 62：02．62 6．2�
55 カンティプール 牝4鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 494＋ 22：02．81� 5．2�
66 モカフラワー 牝4栗 56 藤岡 康太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454± 02：02．9クビ 3．1�
77 � ア ト ミ カ 牝8鹿 56 富田 暁東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444± 0 〃 クビ 36．1	
810 ゴールドエクリプス 牝4栗 56 藤岡 佑介居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 494＋ 82：03．32 4．9

89 ウインミニヨン 牝5栗 56 国分 優作�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 8 〃 ハナ 70．4�
22 � ビルボードクィーン 牝5黒鹿56 田口 貫太川崎 賢二氏 小崎 憲 新冠 北星村田牧場 448－ 22：03．62 182．1�
11 グランスラムアスク 牝4鹿 56 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456－ 22：03．7� 19．5
33 プレミアムスマイル 牝4鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494± 02：04．12� 14．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，672，000円 複勝： 56，617，900円 枠連： 10，872，500円
馬連： 76，977，500円 馬単： 35，471，000円 ワイド： 62，500，400円
3連複： 110，663，100円 3連単： 154，998，500円 計： 557，772，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 200円 � 160円 枠 連（4－7） 1，570円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 530円 �� 520円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 12，180円

票 数

単勝票数 計 496720 的中 � 85040（2番人気）
複勝票数 計 566179 的中 � 97971（2番人気）� 65431（5番人気）� 95303（3番人気）
枠連票数 計 108725 的中 （4－7） 5337（9番人気）
馬連票数 計 769775 的中 �� 40381（9番人気）
馬単票数 計 354710 的中 �� 9730（15番人気）
ワイド票数 計 625004 的中 �� 30106（9番人気）�� 30986（7番人気）�� 30271（8番人気）
3連複票数 計1106631 的中 ��� 38439（7番人気）
3連単票数 計1549985 的中 ��� 9222（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．7―13．1―11．6―12．0―12．4―12．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．9―50．0―1：01．6―1：13．6―1：26．0―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3
・（3，4，10）6（1，2）5（7，9，8）
6，4（3，10）（1，8）（7，2，5）9

2
4
・（3，4）10（1，2）（6，8）（7，9，5）・（6，4）10（3，8）（1，7，5）（2，9）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュリアバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー 2021．4．24 東京1着

2018．2．9生 牝5黒鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 6戦3勝 賞金 36，060，000円

09022 3月26日 雨 重 （5阪神2） 第2日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走14時40分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

816 ゼッフィーロ 牡4鹿 57 荻野 極 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476± 02：29．6 4．3�
817 ディナースタ 牡4栗 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 470＋ 22：29．7� 18．8�
12 ホウオウエクレール 牡6鹿 58 泉谷 楓真小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 512± 02：29．91 32．6�
715 ナムラカミカゼ 牡6鹿 58 田中 学奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 490－ 62：30．0	 65．0�

（兵庫）

714 シェルビーズアイ 牡4黒鹿57 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 476± 02：30．1	 8．7	
11 タイムオブフライト 牡4鹿 57 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 8 〃 クビ 5．5

59 アイブランコ 牡6栗 58 M．デムーロライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510－ 22：30．3� 23．5�
713 ホウオウリアリティ 牡5栗 58 北村 友一小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 ハナ 39．2�
47 ウォルフズハウル 牡7黒鹿58 菱田 裕二ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 42：30．4	 62．1
48 ワイドエンペラー 牡5鹿 58 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500－ 2 〃 クビ 4．8�
35 モンテディオ 牡5鹿 58 藤岡 康太毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 488－ 22：30．5� 5．3�
36 タイセイシリウス 
6鹿 58 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 488－ 62：30．6クビ 121．3�
611 レ ベ ラ ン ス 牡5鹿 58 水口 優也 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B466－ 22：30．81	 33．6�
23 マイネルミュトス 牡7青 58 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 82：30．9	 158．2�
24 リフレーミング 牡5黒鹿58 今村 聖奈栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 468－102：31．11 12．1�
612 プライムフェイズ 牡6鹿 58 小沢 大仁 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 216．7�
510 タイセイモナーク 牡7鹿 58 藤懸 貴志田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B500＋ 22：31．63 62．4�
818� ドンナセレーノ 牝5鹿 56 �島 良太原 子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B430＋ 42：31．7	 362．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 60，382，800円 複勝： 90，258，300円 枠連： 27，579，200円
馬連： 124，813，400円 馬単： 40，865，600円 ワイド： 113，329，200円
3連複： 207，362，200円 3連単： 185，602，900円 計： 850，193，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 610円 � 710円 枠 連（8－8） 4，870円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 2，390円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 45，750円 3 連 単 ��� 169，260円

票 数

単勝票数 計 603828 的中 � 111157（1番人気）
複勝票数 計 902583 的中 � 140151（1番人気）� 34706（8番人気）� 29336（10番人気）
枠連票数 計 275792 的中 （8－8） 4387（23番人気）
馬連票数 計1248134 的中 �� 19578（15番人気）
馬単票数 計 408656 的中 �� 3761（28番人気）
ワイド票数 計1133292 的中 �� 15646（16番人気）�� 12266（25番人気）�� 3544（70番人気）
3連複票数 計2073622 的中 ��� 3399（127番人気）
3連単票数 計1856029 的中 ��� 795（510番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―12．8―12．8―13．2―12．9―12．8―12．6―11．9―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―36．6―49．4―1：02．2―1：15．4―1：28．3―1：41．1―1：53．7―2：05．6―2：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9
1
3
18，17－5（2，8）6（1，16）11（14，15）12－4（3，13）9，10－7
18－17－5，2，8（1，6，16）（14，11，15）（10，3，12，9）13（7，4）

2
4

18，17＝5（2，8）（1，6，16）11（14，15）12（3，4）（10，13）9－7・（18，17）（2，5）（1，8，16）（6，15）（14，9）（11，12）（10，3，7）13，4
勝馬の
紹 介

ゼッフィーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．2．6 中京1着

2019．2．5生 牡4鹿 母 ワイルドウインド 母母 Woman Secret 8戦4勝 賞金 68，381，000円
〔発走状況〕 ディナースタ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査および馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻7分

遅延。
〔制裁〕ドンナセレーノ号の騎手�島良太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・6番・5番）
〔調教再審査〕 ディナースタ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



09023 3月26日 雨 重 （5阪神2） 第2日 第11競走 ��
��1，600�

ろっこう

六甲ステークス（Ｌ）
発走15時20分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：57�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 27，000，000円 11，000，000円 6，800，000円 4，100，000円 2，700，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

22 サ ヴ ァ 牡5黒鹿57 松若 風馬藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 534＋ 21：35．5 18．1�
814 オニャンコポン 牡4鹿 58 亀田 温心田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468± 01：35．81	 7．9�
611 ザイツィンガー 牡7芦 57 北村 友一永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋10 〃 ハナ 61．7�
23 セ ル バ ー グ 牡4鹿 57 今村 聖奈桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 438± 01：35．9
 4．6�
46 グラティアス 牡5鹿 57 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496－ 41：36．01� 3．9�
713 グレイイングリーン 牡5芦 57 荻野 極青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 504± 01：36．1クビ 24．6	
11 シュヴァリエローズ 牡5鹿 57 酒井 学 
キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456－ 21：36．2	 23．5�
47 ヴィジュネル 牡5青鹿57 角田 大河 
キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：36．3クビ 29．8�
34 ラインベック �6黒鹿58 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 クビ 5．7
35 メイショウシンタケ 牡5鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 472－ 6 〃 同着 39．7�
59 ノルカソルカ 牡6栗 57 菱田 裕二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 510＋ 81：36．4クビ 13．2�
815 アドマイヤハダル 牡5鹿 57 藤岡 佑介近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502＋141：36．5
 7．9�
610 トリプルエース 牡6青鹿57 中井 裕二ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 502－10 〃 クビ 21．0�
712 アイラブテーラー 牝7黒鹿57 富田 暁中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 464± 01：37．88 176．7�
58 � ニネンビーグミ 牝4黒鹿55 田中 学藤本 彰氏 松平 幸秀 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 424－ 41：37．9クビ 122．2�
（兵庫） （兵庫）

（15頭）

売 得 金
単勝： 83，707，200円 複勝： 102，790，200円 枠連： 47，110，700円
馬連： 233，521，700円 馬単： 77，808，600円 ワイド： 169，451，300円
3連複： 390，283，300円 3連単： 398，140，800円 計： 1，502，813，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 460円 � 340円 � 870円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 20，010円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 8，530円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 170，470円 3 連 単 ��� 922，210円

票 数

単勝票数 計 837072 的中 � 36941（7番人気）
複勝票数 計1027902 的中 � 59637（7番人気）� 86582（5番人気）� 28447（12番人気）
枠連票数 計 471107 的中 （2－8） 42578（3番人気）
馬連票数 計2335217 的中 �� 18361（37番人気）
馬単票数 計 778086 的中 �� 2915（72番人気）
ワイド票数 計1694513 的中 �� 14173（40番人気）�� 5094（72番人気）�� 6817（63番人気）
3連複票数 計3902833 的中 ��� 1717（271番人気）
3連単票数 計3981408 的中 ��� 313（1511番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―12．0―11．9―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．9―47．9―59．8―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．7
3 9，11（2，4）6（1，7，8）－（3，14）（5，13）（10，15）12 4 9，11（2，4）（1，6）7，8（3，14）（5，13）10，15－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ ヴ ァ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．8．22 小倉6着

2018．4．10生 牡5黒鹿 母 ダイワバーガンディ 母母 ダイワルージュ 14戦4勝 賞金 77，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09024 3月26日 雨 不良 （5阪神2） 第2日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時00分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

612 サトノテンペスト 牡5黒鹿58 M．デムーロ里見 治氏 高橋 亮 日高 下河辺牧場 B508＋ 21：11．0 2．8�
59 カフジエニアゴン 牝4栗 56 北村 友一加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 500＋ 2 〃 クビ 4．5�
11 マルモリスペシャル 牡4鹿 58

57 ☆泉谷 楓真山下 繁美氏 大橋 勇樹 新冠 佐藤 義紀 538＋12 〃 ハナ 13．6�
35 ロードミッドナイト 牡5黒鹿58 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 530－ 61：11．31� 9．2�
510	 メイショウミツヤス 牡5鹿 58 富田 暁松本 好�氏 木原 一良 浦河 斉藤英牧場 504－141：11．51
 36．1	
611 ゲンパチマイティー 牡6鹿 58

54 ★古川 奈穂平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B530＋ 21：11．6アタマ 96．7

815 ゼットノヴァ 牡4青鹿58 高倉 稜�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 442± 0 〃 クビ 3．8�
23 コ ウ バ コ 牝5栗 56 藤岡 康太増田江利子氏 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 480± 01：11．81
 108．3
816 ヒルノショパン 牡4栗 58

55 ▲今村 聖奈�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 444－ 2 〃 アタマ 22．9�
48 	 マイネルプロンプト �11黒鹿 58

56 △角田 大河岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 484－ 21：11．9
 150．8�
12 ミ ラ ク ル 牝5鹿 56 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470＋ 21：12．11 23．3�
36 デアリングウーマン 牝5鹿 56

53 ▲田口 貫太岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 446－ 21：12．2� 35．5�
47 ドンフクリン 牡4栗 58

57 ☆小沢 大仁山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 464＋ 21：12．3クビ 46．2�
24 デルマカンノン 牝5鹿 56 松若 風馬浅沼 廣幸氏 緒方 努 新ひだか 岡田牧場 444－ 21：12．4� 62．8�
713 オンリーワンスター 牝10鹿 56

52 ★河原田菜々�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458－ 4 〃 ハナ 171．0�
714 ゴールドフィンガー 牝5栗 56 水口 優也グリーンスウォード岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 462－ 41：12．82
 53．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，597，600円 複勝： 99，382，800円 枠連： 31，928，300円
馬連： 148，868，700円 馬単： 57，457，400円 ワイド： 138，774，800円
3連複： 241，003，700円 3連単： 274，600，200円 計： 1，073，613，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 160円 � 350円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 360円 �� 890円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 11，860円

票 数

単勝票数 計 815976 的中 � 231204（1番人気）
複勝票数 計 993828 的中 � 199733（1番人気）� 169042（3番人気）� 55451（5番人気）
枠連票数 計 319283 的中 （5－6） 35905（3番人気）
馬連票数 計1488687 的中 �� 160522（2番人気）
馬単票数 計 574574 的中 �� 38959（2番人気）
ワイド票数 計1387748 的中 �� 109332（2番人気）�� 38275（8番人気）�� 31928（9番人気）
3連複票数 計2410037 的中 ��� 52882（6番人気）
3連単票数 計2746002 的中 ��� 16785（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．2―47．0―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．8
3 9，10（3，12）（5，13）（1，11）（14，15）2（6，8）（7，4，16） 4 ・（9，10）（3，5，12）13（1，11，15）（2，14）8（6，4，16）7

勝馬の
紹 介

サトノテンペスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2020．10．31 京都8着

2018．4．10生 牡5黒鹿 母 ガスパリライン 母母 Boca Grande 11戦3勝 賞金 33，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ニルカンタテソーロ号

３レース目



（5阪神2）第2日 3月26日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 172頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

235，510，000円
13，830，000円
37，270，000円
1，320，000円
30，250，000円
80，635，000円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
589，473，400円
784，279，800円
205，204，800円
1，019，230，000円
421，534，900円
912，142，900円
1，643，865，300円
1，852，970，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，428，702，000円

総入場人員 6，547名 （有料入場人員 6，304名）
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